
※5月1日現在の情報です。開演時刻など変更になる場合があります。 詳細は各主催者までお問合せください。 

　休館日6/8（水）、6/22（水) 主催者の都合により掲載していない催しがあります。予めご了承ください。

大：大ホール 中：中ホール イ：イベントホールでの催し、色がついている催しはアルカスSASEBOでのチケット取扱いがあります。

日 曜日 ホール 催し 開演 料金(前売料金で記載しています) 主催 問い合せ先

4 　土　

大 リミックスダンススタジオ   第16回発表会 17:30 無料(関係者以外のご入場の場合は席数に限りがございます）
株式会社プランニング・ジェイ
リミックスダンススタジオ

0956-23-7477

中
パブリックビューイング
「2022明治安田生命J2リーグ 第20節栃木SC vs V・ファーレン長崎」

調整中
キックオフ18:00

※決まり次第クラブ
SNS・HPでお知らせ

【全席自由】無料 株式会社Ｖ・ファーレン長崎
0957-43-2095
（平日：9:00-18:00）

イ ライオンズクラブ337-C アラートフォーラム in 佐世保2022 13:00 関係者のみ ライオンズクラブ国際協会３３７－Ｃ地区 090-7926-1945（久田）

中 北村朋幹　ピアノ・リサイタル 14:00
【全席指定】一般3,000円、
学生（小～大学生）1,000円　　　　　　※発売中

アルカスSASEBO 0956-42-1111

大
西日本ハワイアン協会
第1回佐世保地区フラフェスティバル

10:30 【全席自由】1,500円 西日本ハワイアン協会 096-342-6670

イ すみれ舞踊まつり 12:30 入場料1,000円 すみれ舞踊会 0956-32-3030

15 水

16 木

17 　金　 大
涌井雅之氏講演会
～環境革命の時代へ-生き物を科学する未来づくり-～

18:30 会員制 公益社団法人  させぼ夢大学 0956-25-9555

大 いのちを見つめる講演会 14:00 無料 佐世保市教育委員会
0956-24-1111
（内線3114　学校教育課)

中 釣谷玲水フルートリサイタル 14:00
【全席自由】一般2,000円、
学生（小～高校生）1,000円　　※発売中

釣谷玲水フルートリサイタル
実行委員会

080-1787-7903
（釣谷）

大 第65回合唱祭 13:00 【全席自由】一般700円、小中高生500円 長崎県合唱連盟佐世保支部 090-1873-4574（樋渡）

中 第49回長崎県新人演奏会 14:00
【全席自由】大人1,000円、
小～高校生無料（要入場整理券）　　　※発売中

長崎県文化団体協議会 095-822-6049

大 劇団民藝「グレイクリスマス」 18:30 会員制 佐世保市民劇場 0956-22-5294

中 令和4年度　佐世保商業高等学校　地区別学校説明会 19:00 対象者（中学3年生、その保護者）のみ 長崎県立佐世保商業高等学校 0956-49-3990

中 映画「咲む」～あんたの瞳、きらきらしとる！～
11：00
14:00

【全席自由】高校生以上1,200円、小中学生500円
※発売中

一般社団法人  長崎県ろうあ協会佐世保支部 0956-22-9310（FAX）

イ 新都山流長崎県支部　第4回尺八演奏会 14:00 無料 新都山流長崎県支部 0956-48-3771

　休館日　7/13（水）、7/27（水）

日 曜日 ホール 催し 開演 料金(前売料金で記載しています) 主催 問い合せ先

中 第51回ジュニアコンサート
9:40

(3部制)
無料　 佐世保児童音楽協会 0956-23-7777

イ 小林亜星メモリアルリサイタル 18:30 【全席自由】3,500円　　※発売中 ケンケンクリエイト 050-3390-5752

3 　日　 大 佐世保市民管弦楽団　第77回定期演奏会 14:00 【全席自由】一般1,500円、小中高生500円　※発売中 佐世保市民管弦楽団 0956-28-4453

9 土 イ ＳＴＮ’ｚ　Ｐｒｅｓｅｎｔ’ｓ すまいるマルシェ  vol.07 11:00 無料 ＳＴＮ’ｚ 090-3730-6274(西田）

12 　火　 大 工藤公康氏講演会   ～諦めないことが夢につながる～ 18:30 会員制 公益社団法人  させぼ夢大学 0956-25-9555

17 　日　 中 2022松枝富佐子ピアノ教室発表演奏会 13:30 無料 松枝富佐子ピアノ教室 080-5251-1481

大
きゃりーぱみゅぱみゅ

10th　ANNIVERSARY  JAPAN TOUR 2022 　CANDY　WAVE
17:00

【全席指定】6,600円
※会員先行発売中　一般発売6月11日

ＢＥＡ/長崎国際テレビ/エフエム長崎
BEA092-712-4221
（平日12:00～17：00）

ピースシネマ＆コンサート　第一部　映画「ひまわり」上映会 12:30 【全席自由】一般1,200円、小中高800円　　※発売中

ピースシネマ＆コンサート　第二部　映画「アンゼラスの鐘」上映会 15:40 【全席自由】一般1,000円、小中高500円　　※発売中

21 　木　 大 夢スター「春・秋」 18:00 プレミアムチケット8,000円、SSチケット6,800円 株式会社夢グループ 0570-666-443

22 　金　 中 ランチタイムコンサートVol.28　  小國雅香ジャズライブ 11:30
【全席指定】アルカスクラブ会員500円、
一般1,000円、ペア券1,500円　　　　　　　※発売中

アルカスSASEBO 0956-42-1111

23 　土　 中 15th音の夢ピアノコンクール・鳥栖ピアノステップ「佐世保地区予選」 13:00 無料
音の夢ピアノコンクール・
鳥栖ピアノステップ実行委員会

0942-83-7062

26 火 中 Ｌｉｂｒｅ　Ｃｉｎｅｍａｓ～魅惑のスクリーンミュージックコンサート～ 19:00 【全席自由】一般2,500円、学生1,500円    ※発売中 合同会社リーブルミュージック 0956-31-6790

28 　木　 大 福田こうへい  コンサートツアー2022 13:00 S席7,000円　　※発売中 ソワード株式会社 0956-22-2036

31 日 大
第67回九州吹奏楽コンクール予選長崎県吹奏楽コンクール
【中学校の部、県北地区大会】

10:00 【全席自由】一般1,200円、学生900円 長崎県吹奏楽連盟 090-9478-0631

交流スクエアの催し 休館日　6/8（水）、6/22（水）、7/13（水）、7/27（水）

5/30（月）～6/5（日）松尾武則水彩画展/問：松尾武則 /090-5479-4778

6/7（火）～6/12（日）白紫書道会展/問：白紫書道会/0956-31-7007

6/13（月）～6/19（日）つくも写友会写真展/問：つくも写友会/0956-25-0634（左村）

6/20(月）～6/24（金）新婦人楽しいサークル展示会/問：新日本婦人の会　佐世保支部/090-1971-1550（真如）

6/27（月）～6/30（木）男女共同参画週間 　パネル展/問：佐世保市/0956-23-3828(スピカ）

7/8(金）～7/10（日）　烏帽子岳と将冠岳の四季/二人展/問：岩永　浩気 /080-6413-1269

7/11（月）～7/12(火）　ララコープ原爆パネル展/問：生活協同組合ララコープ県北エリア委員会 /095-860-5881 

7/15（金）～7/17（日）　第37回 田川書道教室展/問：田川書道教室/0956-33-1478

7/23（土）～7/30（土）　野鳥の会写真展/問：日本野鳥の会長崎県支部/090-7928-9257（今里）

7月の催し
※5月1日現在の情報です。開演時刻など変更になる場合があります。 詳細は各主催者までお問合せください。 

　　主催者の都合により掲載していない催しがあります。予めご了承ください。

　　大：大ホール 中：中ホール イ：イベントホールでの催し、色がついている催しはアルカスSASEBOでのチケット取扱いがあります。

2 　土　

18 　月・祝

イ 長崎県映画センター 095-824-2974

26 　日　

0956-22-4105

18 　土　

19 　日　

24 　金　

中 令和4年度　佐世保北高校　学校説明会 (IN　アルカス） 19:00 対象者（中学3年生、その保護者）のみ 長崎県立佐世保北高等学校

0942-83-4531

5 　日　

12 　日　

フランスベッド株式会社

11 　土　

6月の催し

イ フランスベッド工場直送セール 10:00 無料

mailto:takashiuto.kagoshima@gmail.com

